
職名・クラス名 氏名 備　考

校長 鶴橋　敏晶

教務主任 望月　里枝子 テレワーク

１年担任 筒井　秀太

２年担任 浅野　茂

３年担任 山口　浩

専門課程担任 鈴木　眞澄

清水　謙一 常勤講師

職員

職名等 氏名

事務長 望月　チエミ

経理 佐野　美奈

一般事務 伊藤　美保

スクールバス運転手 植松　秀男

スクールバス運転手 依田　貞夫

氏名

飯塚　浩

氏名

敦賀　啓治

遠藤　和男

山田　栄

奈木　和彦

新田　紗弓

河本　章成

氏名

藤井　正司

渡邉　重行

遠藤　泰子

伊藤　須美子

芹澤　辰海

木村　武司

飯田　茂

齋藤　孝人

塩川　賢三

山脇　和樹

食品衛生学

科目名

本校担任

科目名

社会と情報

英語コミュニケーションⅠ・コミュニケーション英語Ⅰ

科学と人間生活・生物基礎

数学Ⅰ

科目名

非常勤講師（連携科目等）

非常勤講師（非連携科目）

総合的な探究の時間・総合演習

調理実習・総合調理実習（日本料理・蕎麦）

調理実習・総合調理実習（製パン）

調理実習（イタリア料理）

調理実習（日本料理）

調理実習（日本料理）

保健・体育

現代の国語・国語総合

美術Ⅰ・美術Ⅱ

栄養学・食生活論

栄養学・食文化概論

公衆衛生学

調理実習・総合調理実習・専門実習

2022年度　教職員一覧 富士調理技術専門学校

食品学・家庭総合・食品加工

調理理論・調理実習・総合調理実習・専門実習

科目名

公共・地理Ａ・世界史Ａ



職名・クラス名 氏名 部顧問

校長 高浜　三紀代

2・3年担任 原間　明子

１年担任 片山　誠

副担任 竹島　正樹

グループ校教員 森　　英温

非常勤講師

美術 赤堀　政志

音楽 武田　美保

情報 戸塚　昭二

家庭総合 丸　　利枝

保健・体育 山下　和美

実務者研修 安形　典子

福祉住環境 小野　勝彦

フードデザイン 川口　三重子

課題研究 後藤　三生

実務者研修 杉本　洋子

医療援助 菅原　江利子

服飾手芸 田頭　郁子

ファッション造形 平田　みどり

職員

職名等 氏名

事務職員 川上　順子 校医(非常勤) 岡﨑　敬正

医師・カウンセラー

東海文化高等専修学校

保育基礎

国語

2022年度　教職員一覧
教科 備　考

英語

数学



職名・クラス名 氏名 部顧問

校　長 小川　万紀子

教務主任 粕谷　徳之

教　務 籾山　真里

教　務 葭井　摩美

教　務 渡邉　基吉

職員

職名等 氏名 教科名 氏名 教科名 氏名

本部職員 江入　淑子 課題研究 高岸　裕一

本部職員 鈴木　有紀子

学校医 伊達　三千代

スクールカウンセラー 鏡　元

消費生活
生活産業情報

ファッション造形
課題研究

2022年度　教職員一覧
教科 備　考

ファッションデザイン

３年次担任　　（廣江）

ファッション造形 進路指導

非常勤講師

医師・カウンセラー

（学校名）二葉ファッションアカデミー



1 校　　長 　岩瀬　せつ子 1 講　　師 長坂　富夫

2 校長補佐 　岩瀬　ゑり子 2 〃 入口　修三

3 副校長 　井上　治義 3 〃 榊原　隆夫

4 教　　頭 　鈴木　　一 4 〃 大嶋　康之

5 教　　頭   神尾　壽明 5 〃 内田　義和

6 新規事業企画部長   宮治　友也 7 〃 近藤　麻子

7 進路指導部長 落合　孝恵 6 〃 中川　明美

8 教務部長 鈴木　由美子 8 〃 段下　靖子

9 生徒指導部長兼学年主任 鳥居　円佳 9 〃 鈴木　和子

10 学年主任 松井　浩彦 10 〃 小玉　裕子

11 学年主任 板倉　敦子 11 〃 鈴木　恵子

12 教　　　員 藤田　菊枝 12 〃 成田　綾子

13 〃 踊瀬　美聡 13 〃 遠山　礼美

14 〃 木戸　夏希 14 〃 宮地　希実

15 〃 水谷　公治 15 〃 大参　礼美

16 〃 河口　文吾 16 〃 今西　モト子

17 〃 新美　翔吾 17 〃 大見　由紀子

18 〃 水野　里沙 18 〃 岩田　美幸

19 〃 増田　雅 19 〃 稲垣　かをる

20 〃 黒川　紗也加 20 〃 村松　祥子

21 〃 加藤　早織 21 〃 比嘉　友紀

22 〃 片山　裕子 22 横田　藍

23 〃 三浦　歩美 23 〃 尾崎　花菜

24 〃 加藤　智帆 24 〃 浦濱　麗名

25 〃 伊藤　優 25 〃 布目　慎司

26 〃 藤川　慎之介 26 〃 上野　学

27 〃 髙田　恵子 27 望　星　高　校 落合　香織

28 〃 秦　崇倫 28 カウンセラー 真鍋　あけみ

1 事 務 主 任 市岡　悦子

2 事　務　員 植村　千佳

3 〃 精廬　美和

4 〃 加藤　いずみ

5 〃 大脇　里美

6 　　　〃（広報） 中川　彩

7 　　　〃（広報） 清水　進吾

8 　　　〃（兼務） 小林　奈里美

9 　　　〃（兼務） 小鹿　由喜

10 　　　〃（兼務） 告吉　幸菜

11 〃 平岩　多香子

12 〃 栗田千菜実

13 用　務　員 杉浦　秀和

令和4年度 教　　職　　員　　名　　簿

安城生活福祉高等専修学校

常　勤　教　職　員　氏　名 講　師　氏　名



職名・クラス名 氏名 部顧問

校長 中川 義基

教頭 田中朱実

２年１組担任 木嶋眞之祐

３年１組担任 森脇克樹

１年１組担任 二井矢ひとみ

職員

職名等 氏名 教科名 氏名 教科名 氏名

事務職員 二井矢ひとみ 国語 小田典子 福祉 野村裕之

地歴公民 森脇浩子 福祉 小松由希子

地歴公民 田中和也 福祉 河野ひろ子

数学 野坂一成 専門 松崎千里

理科 高山惠子 専門 小松由希子

芸術（音楽） 伊勢家千典 専門 田中和也

芸術（書道） 日浦真由美

家庭 藤田玖味子

情報 土屋良治

学校医 中川義基 学校歯科医 牧村由紀子

学校薬剤師 中川直代

保健委員会

保健体育科・専門

2022年度　教職員一覧
教科 備　考

英語科
現代文明論

体育委員会

福祉科・専門 学級委員会

非常勤講師

医師・カウンセラー

広島生活福祉専門学校



職名・クラス名 氏名 部顧問

校長 岩谷　大介

副校長 志村　秀穂

教務主任 倉田　紋

1年1組担任 佐々木　颯

1年2組担任 田辺　大地

1年3組担任 脇本　賢一

2年1組担任 渡邉　志の輔

2年2組担任 佐藤　すもも

2年3組担任 前田　智哉

3年1組担任 髙橋　理栄

3年2組担任 岡本　琢実

3年3組担任 横山　真光衣

副担任 岡本　裕樹

副担任 堀内　和希

副担任 平井　克明

副担任 石黒　宏始

職員

職名等 氏名 教科名 氏名 教科名 氏名

国語 今辻󠄀　久子

国語 久保田　安子

数学 君塚　直三　

音楽 小池　和子

書道 古谷　瑞江

保健体育 小池　毅

家庭 安倍　潤子

商業 臼田　正恵　　

数学

英語

2022年度　教職員一覧
教科 備　考

地歴・公民

理科

英語・地歴・公民

商業

保健体育

保健体育

非常勤講師

医師・カウンセラー

岩谷学園高等専修学校

商業・情報

地歴・公民

保健体育

数学

英語

商業・情報・地歴

情報



職名・クラス名 氏名 部顧問

理事長・校長 田中　亮一

副校長・事務長 一柳　晶子

教頭・教務部長 嶋田　浩樹

高等課程２年担任
教務主任 山本　江美子

高等課程１年担任
進路主任、生活指導

福元　佑紀

高等課程３年担任
教務、進路、通信教育科

山田　栞

専門課程１年担任
教務部副部長
製パン教授

川﨑　一文

専門課程１年副担任
製菓（洋菓子）教授

栗原　伸宏

専門課程２年担任
実習助手副主任

牧野　香里

専門課程製パン専科担任
実習助手副主任 町田　佳奈美

実習助手 本郷　竜次

実習助手 本多　遥南

事務主任 矢野　典子

通信教育科主任・事務局 佐々木　五葉

広報主任 山田　茂之

広報 石田　真也

総務、会計 田中　由美子

法人事務局 木村　哲

職員

職名等 氏名 教科名 氏名 教科名 氏名

家庭科・栄養学 庄司　和子 西洋料理実習 佐藤　秀俊

フランス語 金子　由香 洋菓子実習 五関　嗣久

調理理論 渡邊　純子 和菓子実習 実沢　良二

製菓理論 長嶌　一佳 日本料理実習 絹本　雅之

茶道 竹内　悦子

社会・キャリア

国語・衛生法規

2022年度　教職員一覧
教科 備　考

フランス語

食品衛生学・栄養学

デコレーション

食品学・公衆衛生学

製パン実習

製菓実習

医師・カウンセラー

国際製菓専門学校

非常勤講師


